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３月１０～１１日

３月１４日

３月２０日

３月２１日

開學典禮

收檢寒假作業、正式上課

成人日�����休假

全校日文作文比賽

日本建國紀念日���休假

班級模範生發表

中國農曆除夕

中國農曆新年���休假

中國農曆新年���補假

在阪華僑春節祭

期末大考、小六、中三畢業考

社區清掃睦鄰活動����中三下午停課開始

中國語班發表會

學生作品展

畢業典禮（小五、中二出席）

結業典禮

春分日、春假開始

三月

二月

一月

◇義捐消息◇

1.�台北駐大阪經濟文化辦事處贈送本校棒球手套 12 套，在此深表感謝。
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⑴ 大阪中華總會訂於 2 月 22 日在本校舉辦「在阪華僑春節祭」，有本校

同學表演舞獅、民族舞蹈及國樂表演，並設有許多點心小吃攤位及抽

獎活動，歡迎各界撥冗參加，共襄勝舉。

       學校通訊　　第 156号     　　　　　　　　　　　2015年 1月

消　　　息
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東京橫濱大阪三僑校回國參訪致敬團

������東京橫濱大阪三僑校理監事及教師所組成的回國參訪致敬

團，於 2014 年 12 月 22 至 24 日返台進行了參訪活動。

������此次行程有晉見馬總統、拜會教育部、僑委會等機關，以

及參觀文化部、國立台北教育大學及附屬實驗小學等，加強了

與國內政府機關之聯繫，以及瞭解台灣華語文教學現況。

學校法人  大阪中華學校

新春福羊 大家恭喜新春福羊 大家恭喜新春福羊 大家恭喜

駕駕駕駕駕駕駕駕駕



拜會僑委會 拜會教育部

參觀國北教實驗國小英語教學 參觀文化部

放天燈祈福 野柳地質公園合影
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�������世界華語文教育學會與國立台北教育大學，於 2014 年 12

月 25 日至 28 日聯合舉辦了第 11 屆世界華語文教學研討會。

���� �本校陳校長受邀專題演講，以「僑校的華語文教育推廣與

文化交流」為題，介紹日本三僑校現況，以及本校致力台日文

化交流、推廣華語文教學等現況，受到與會者熱烈迴響。

第 11 屆世界華語文教學研討會



12 月 14 日 - 抵達台灣 / 接待家庭見面

������12 月 14 日，下午的四點多，我和接待家庭見面了。我在學校裡和媽媽、�姊姊見

面，第一次印象，媽媽很美麗，姊姊很可愛，但我那時很緊張，說不出話來。

������到了接待之家後，我看到一隻

很可愛的小白兔，我心情非常興奮，

然後見到爺爺奶奶，好驚訝，因為

他們會說一些日語。

������晚上六點半去吃晚餐，是各種

各樣的日本料理，我吃了好多，真

的很好吃！吃完飯後，媽媽帶我去

附近逛逛。我覺得台灣是一個好地

方，我喜歡這裡！������������- 余星 -�

12 月 15 日 - 參觀東大附中 / 小

������第二天，我們參觀了東大附中 / 小，見到了很多同學，我們和他們一起上課，

第三節上了外語課程，我感到很吃力聽不太懂，因為老師講得很快，但是我很喜歡

這堂課。

������今天真是快樂豐收的一天！����������������������������������������������-田谷まなみ -

12 月 16 日 - 全日台灣課程體驗

������我上了一整天課，感到課程很多，大阪中華學校一天只有七節課，而他們比我

們還多二堂，喔 ! 累死了 !

������我和思穎回到家後，就要吃晚餐了，吃的是羊肉，我第一次吃羊肉耶 ! 好吃哦 !

爸媽說，日本人不吃羊肉的，在台灣卻很普遍，所以我覺得這真是寶貴的體驗啊！������������

������������������������������������������������������������������������������������������-坂口杏音 -

12 月 17 日 - 埔里牛耳渡假村進行英語課程

������九點半，到了牛耳渡假村，訓練英語，我聽了似懂非懂。下午一點半，參觀了

廣興紙寮，製作紙手工紙扇，參觀紙扇作品，有趣的是，那個地方還有可以吃的紙。

������今天校外教學滿載而歸，很快樂，有些累！����������������������������- 吉田珠理 -

12 月 18 日 - 課程體驗 / 東海路思義教堂音樂會

������我在全日課程體驗中，印象最深刻的是 ESL，Mr.Batt 的教法，我超喜歡的，認

真時，�很嚴肅；開玩笑時，又很風趣。上課的內容是以說故事和跟旁邊的同學一起

問答，希望經過 ESL 我的英文能有些進步。
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台灣學習暨文化體驗之旅



������晚上在教堂音樂會的歌

唱中，其音樂之美，讓我感

動得流下眼淚……。���- 余星 -

12 月 19 日 - 參觀台中歌劇院

/ 科學博物館 /125 年經典影

像大展

������吃過午飯，我們來到台

中歌劇院的大門前，唉 ! 因

為時間的調整關係，只好過

門不入，轉向下一個目的地 -

科學博物館。���在科學館裡，

參觀了國家地理經典影像大

展，瞭解到許多生物的形樣和種種國家的奇景，受益良多！�����������- 李榮治 -

���������

12 月 20-21 日 - 台南二日遊

������我們到了台南後，先去參訪台南國立成功大學，一進去，看到的是廣闊而美麗

的校園，大學超大，一個人的話一定會迷路。之後去參觀安平古堡，古色古香的建築，

寫下了早期台灣人民辛苦開拓的歷史。接著是來到黑面琵琶鷺生態保護區，一邊坐

船一邊觀賞鳥群。晚餐吃了遠近馳名的擔仔麵，味道很特別。

������隔天，第一站是鹽博物館，我們做了鹽製的小飾品，然後去樹谷生活科學館，

那裡陳列了許多古時的骨器，最後來到有名的興隆毛巾觀光工廠，我們還收到了精

美的毛巾呢 !

������這兩天行吃喝玩樂，大家玩得很

盡興，最後依依不捨地離開台南了。����������������

���������������������������- 吉田珠理 -

12 月 22 日 - 全日台灣課程體驗

������今天一整天都在上課，第一節上

數學，我覺得好難。之後在上英語課

時，我教同學日文，既緊張又興奮，

同學說我好厲害，聽了真高興！�������������������

�������������������������-田谷まなみ -

12 月 23 日 - 課程體驗 / 草屯寶島時代村

������上完半天課後，老師帶我們六個短期留學生去草屯寶島時代村，�很可惜居然關

門，只好轉往工藝展參觀。

6



7

������那裡有各式各樣的工藝品，老師請我們

吃冰淇淋，我們做了磁石，磁石上色很難，

我努力的做了一隻小白兔，做完後，感到很

有成就感。路上老師又請大家喝果汁哦！�����

����������������������������- 余星 -

������23 日，我們班上有個小型的音樂會，也

就是說每一個人都要準備唱一首歌或彈一首

曲子，或者是表演跟音樂有關的節目。我唱

了一首日本歌，歌名是「幸せなら手をたた
こう」，同學們都跟我一起打拍子，真的很快

樂！�������������������- 淺香有輝 -

12 月 24 日 - 課程體驗 / 參觀校園耶誕布置

/ 東海夜市小吃

������傍晚，我們來到東海夜市，進去一家餐

館「薑母鴨」，顧名思義，便是帶有薑母味的鴨肉補湯。也許是薑的作用，大家吃完

之後，滿頭是汗，一件一件衣服往外脫！

������夜市裡賣著各式種類的飾品和一些稀奇古怪的小東西，讓我們看得目不暇接。���

��������������������������������������������������������������������������������������������- 李榮治 -

12 月 25 日 - 全日台灣課程體驗

�������這一天離回日本只剩兩天了……

������我的課就上到這一天，因為明天是校外教學。ESL 的課是開耶誕會，但我心裡

有點難過，因為我最喜歡的 ESL 課是最後一次了。上完之後，我捨不得離開教室。

老師為我準備了送別會，我收到了許多禮物，裡面都是滿滿的思念與祝福。

������我真的很感謝這裡的老師與同學，謝謝你們帶給我這麼多的快樂！�����- 余星 -���������������

12 月 26 日 - 課程體驗 / 在台
的最後一個夜晚
������這一天，是在台灣最後

的一個夜晚，洗完澡後，準

備收拾行李時，心裡感到好

難過，我覺得這兩個星期真

的是“一瞬間”!!! 那時候，

我真的不想回日本，留在台

灣。

������我們六個日本留學生，

大家都覺得這樣，心中有說

不出的離別之愁！
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小二����歌舞表演

103 學年度學藝會剪影

小四����話劇表演

小一����詩歌朗誦

幼班����歌舞表演

小三����樂器吹奏

（2014.12.13）

樂隊����樂器演奏
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中一����話劇表演

中三����歌劇表演

小五����歌舞表演

中二����話劇表演

小六����話劇表演

節目主持

柳川皓天、于鑫垌同學
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學生
 園地

寒假讀書心得報告

����������������������綠野仙蹤讀後感���������������������小三��徐子龍

������我讀了一本書叫做「綠野仙蹤」，作者是美國的鮑姆先生。鮑姆是美國兒童文學

作家，他從小熱愛文學，對童話和幻想故事特別癡迷。長大後，他做過演員、記者、

編輯、農場主人，還開過雜貨店。因為他嘗試過各式各樣的職業，所以造就了他往

後多采多姿的兒童文學世界。

������故事中說的是，多夢茜被龍捲風吹到了陌生的國度，為了回到家鄉，她經歷了

千辛萬苦。在旅途中，她結交了新的夥伴：有想要得到聰明腦子的稻草人 ; 有想要

獲得一顆心的鐵皮人 ; 有想要勇氣的獅子。他們加入了這個隊伍後，成了親密的旅伴，

最後實現了各自的心願。

������我學習到如果我們要實現願望，就要像多夢茜她們一樣，努力追尋，勇往直前。

並且還要和同伴團結友愛，這樣才能共同克服艱難，到達目的地。

�

���������������������������������������������������������������小四����蕭晏庭

書名：佐賀的超級阿嬤

作者：島田洋七

出版社：先覺出版社

出版日期：2006 年 1 月

大意：

������八歲那年，昭廣從廣島來到佐賀鄉下的阿嬤家住，迎接他的是一間破爛的茅屋，

以及曾經帶著七個子女辛苦熬過艱困歲月的超級阿嬤。雖然日子窮到不行，但是樂

天知命的阿嬤總有神奇而層出不窮的生活絕招，在物質匱乏的歲月裡，豐富了昭廣

的心靈，讓家裡也隨時洋溢著笑聲與溫暖。

感想：

������作者在尚未出生時，�就失去了父親，改變作者的觀念與想法的是他一生中最重

要、住在佐賀偏遠地方的超級阿嬤。阿嬤神奇的想法，讓人不會產生自怨自哀、怨

天尤人的負面情緒。阿嬤教導作者樂觀進取的方法。不直接說明，卻在無形之間以

事件的發生作為舉例，悄悄告訴作者樂觀的心態。

������阿嬤在那麼久遠以前就懂得隨時做好環保，且不任意浪費食物，非常珍惜食物。

「一粥一飯，當思不易。」在作者小小的年紀時，就灌輸他保護地球的環保知識，真

是偉大！�

����������������������������������������������������������������小五����田中太陽

書名：成語故事精選夜郎自大

作者：王烈
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出版社：江蘇少年兒童出版社

大意：

������漢朝時，溪南地區有個少數民族部落，名叫夜郎。因為交通不便，夜郎的人們

從未出過遠門，並且夜郎領袖夜郎侯見周圍的部落都很弱小，便自鳴得意，以為夜

郎國天下最大。

������這天，漢武帝派來使者，越過千山萬水，來到了夜郎國，妄自尊大的夜郎侯開

口就問他：「漢朝和夜郎國哪個大？」使者笑著說：「漢朝有幾十個郡，夜郎還沒有

一個郡大呢！」夜郎侯聽了啞口無言，說不出半句話來。真是「夜郎自大」呀！

感想：

������讀了這篇「夜郎自大」後，讓我深深體會到「自信」與「自滿」的深奧道理。

夜郎侯自以為擁有的小國是比任何鄰國強大的大國，自信滿滿，努力治理國家，讓

夜郎國成為第一大國。但夜郎侯卻自滿得意，不知天外有天，人外有人，夜郎國還

不及漢朝的一個郡府大。夜郎侯的自信讓他成為一個很優秀的統治者，而自滿卻讓

夜郎侯變成「夜郎自大」，成為後世笑柄。

�����我要學習夜郎侯的自信，好好努力學習，表現優異；而也要警惕自己不要自以

為是，以前努力，現在努力，以後有了成就，決不自誇自滿，更要努力！

��������������「改變人生的兩個小時」讀後感�������������小六����任雨桐

������在寒假期間，我讀到了這樣一篇文章，「改變人生的兩個小時」。

大意：

������在一次同學的聚會上，有一位同學特別引人注目，因為他取得了非凡的成就。

在大家以前的印象中，這位同學並不是一位優秀的人，成績平平，各方面的能力也

很一般。��然而，�誰也沒想到，�在短短的十餘時間裡，��他就超過了班上所有的人。�於

是，大家紛紛向他投去羨慕的眼光。

������飯後，大家不約而同地問起了他成功的祕訣，他聽後只是說了：「其實也沒有什

麼，我只不過是把大量的時間用在做同一件事上。」

������原來，大學畢業後，這位同學就給自己訂下了一個長遠的奮鬥目標，無論每天

工作有多忙，他都盡量擠出兩個小時的時間，堅持學習市場營銷和企業管理。幾年後，�

他辭職下海，�自己開啟了公司。�由於掌握了豐富的經驗，�他的生意做得風生水起，很

快就成了遠近聞名的企業家。

感想：

������每天兩小時，對於有些人來說並不算什麼，但這兩小時所累積的正能量卻是無

法衡量的。居里夫人利用零散的業餘時間，發現了放射性元素鐳，奠定了現代放射

化學的基礎；馬里奧利也利用業餘時間，創作了有名的長篇小說「教父」，成為美國

文學史上的一個轉折點。

������這篇文章也告訴了我們：珍惜時間，就是珍惜生命。不能小看身邊的每一分鐘，

有時，一分鐘也可以幫助我們很多的事情。比如說：賽跑前的一分鐘，考試前的一
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分鐘等等。

������成功是一個不斷累積與奮鬥的過程，只要把握住身邊的每一分鐘，我相信，夢

想也會在身邊不遠處！

�����������������������������������������������������������中一����于洪偉

書名：三國演義

作者：羅貫中

出版社：上海古籍出版社

大意：

������先來說說曹操這個人帶給我的啟示……

������與曹操截然相反的一個人物就是劉備了………

������但，無論是曹操還是劉備，他們都有一個特點………

������三國演義是我百讀不厭的一本書，不同的時期讀它，有著不同的感受。在小時

候看的是連環漫畫三國演義，它在我心中是一個個傳奇的故事：桃園三結義、三顧

茅廬、�赤壁之戰……。我還明白了許多俗語，�例如：「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」「周

瑜打黃蓋：一個願打一個願挨」「肚子在唱空城計」到了小學六年級，再讀原著三國

演義，它在我心中已是一本飽含人生哲理，意義非凡的宏偉巨作。對裡面的人物也

有了更深刻的認識，如我最崇拜的諸葛亮，其中縱火燒新野、罵死王朗、空城計及

妙錦斬魏延等在在表現出諸葛亮非凡的才智。可是他也並非萬無一失，他讓馬謖去

守街亭，導致丟失了街亭、柳列城兩個軍事重鎮，一出祁山就戰敗了，自己也被降職。

所以說一個人的力量是有限的，�料事如神的諸葛亮尚且如此，更何況是我等凡夫俗

子。

感想：

������我們沒有理由苛求別人和自己不犯錯誤，，不應該因為一點過失而橫加指責，也

不應該因為自己的一次考試而灰心氣餒，更不能為自己取得一點成績而沾沾自喜。

人無完人，我們身上也一定存在著需要充實改進的地方。

������隨著我的成長，每次研讀三國演義，都有不同的領會，三國演義真是伴我成長

的一本好書，一位益友！

�����������������������������������������������������������中二����白紅豔

������在放假期間，我讀了「海蒂」這本書，讀了之後，我明白了很多道事物，腦海

裡出現了一幅又一幅的畫卷。

������本書主要講述了主人公小海蒂在六歲時就被姨媽送到獨自生活在阿爾卑斯山上

的爺爺家裡。小海蒂活潑開朗的性格漸漸感化了爺爺飽經滄桑，孤僻怪異的心靈。

美妙的大自然也使得海地愛上了山裡的生活，還認識了彼得一家人。但好景不常，

姨媽又把她送到法蘭福的一位有錢人家裡，陪伴這家的殘疾小姐克拉拉讀書、生活。

克拉拉非常喜歡海蒂，因為海地的到來，克拉拉的生活不再枯燥乏味。海地卻並不
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　　　　「手ぶくろを買いに」を読んで　　　　　小三　歐　思琳
　ある寒い冬に、お母さんぎつねと子どものきつねがいました。子どものきつね
が手がすごく冷たいと言いました。その時、私は、人間の子どもときつねの子ど
もは、いっしょだと思いました。しもやけができるくらい冷たかったので村に手
ぶくろを買いに行くことにしました。ちょっと心配になりました。なぜなら、人
間につかまったら、すごくきけんなじょうたいになるからです。
　それから、夜になって町へ子ぎつねが一人で手ぶくろを買いに行きました。そ
して、お母さんが言っていたぼうしやさんがありました。子ぎつねのお母さんは、
子ぎつねに必ず雪でおおった白い方の手を出して、お金をわたすんだよと言われ
ていたのに、子ぎつねはまちがって、もう片方のきつねの手を出してしまいまし
た。私は、すごくどきどきしました。それから、まちがえた方の手を出したけれど、
ぼうしやさんの人は、すごくしんせつで、手ぶくろを売ってくれました。
　私は、この場面をそうぞうして、すごくふしぎに思いました。なぜかというと、
まちがった方の手を出したとき、お店の人は、きつねの子だと分かったからです。
　子ぎつねが森の中にもどるとき、窓の外から人間のお母さんと子どもが楽しそ
うにすごしている姿をみた子ぎつねは、人間はお母さんが思っているほど、わる
くないものだと感じたと書いていました。
　私も子ぎつねと同じ気持ちです。人間も動物も仲良く生きていくことは、大事
なことだと、この話を読んで思いました。とてもあたたかいお話で、大好きにな
りました。

　　　　「れっしゃのたび」を読んで　　　　　小四　吉川　大哉
　この本を読んで、一番に思ったことは、小さな子どもたちだけで、電車に乗っ
て遠くに旅に出かけるなんて、すごくえらいなと思いました。特に、お姉ちゃんは、
弟たちのめんどうをちゃんとみていて、かしこいなと思いました。
　電車からおりるときに、ペンちゃんがお姉ちゃんのいうことを聞かなくて、きっ
ぷをなくしてしまい、どうなるかと思ったけど、おじいちゃんが、見つけてくれ

喜歡這裡，她喜歡山上的生活，最終後上嚴重的相思病，幸虧細心的醫生及時把她

送回到山裡爺爺的家。

������書中人物不多，卻都性格鮮明，抑鬱孤僻的爺爺，苛刻的女管家羅丹梅爾，體

弱多病的客拉拉，和藹可親的奶奶……，這些人物都描寫的栩栩如生，躍然紙上。

向上的樂觀態度，給我留下了深刻的印象。她不管遇到什麼樣的挫折都不灰心，也

從不失去對生活的信心，對生活產生怨恨或者自暴自棄。

������讀完這本書，�使人感覺到人間的溫暖，�友情的滋潤。每個人都有關心別人的權

利，都應當有奉獻精神。只有用心去幫助別人，自己才會真正獲得快樂。只要我們

每一個人都像小海蒂那樣多奉獻自己，相信這個世界真正能成為一個被關心包圍，

到處充滿愛的幸福園地！
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たので、ほっとしました。ちゃんとお姉ちゃんの言うことを聞かないとだめだな
と思いました。
　そして、駅につくとおじいちゃんとおばあちゃんがむかえに来てくれていたの
で、三人は無事に旅を終えることができたので、すごくよかったと思いました。
ぼくも子どもだけで、旅に出てみたいと思いました。でも、ペンちゃんみたいに
お姉ちゃんの言うことを聞かなかったり、きっぷをなくしたりしないように気を
つけなければいけないと思いました。
　ぼくは、ペンちゃんのお姉ちゃんみたいに、弟たちのめんどうを見れるように、
しっかりとしたお兄ちゃんになれるようにがんばっていこうと思いました。

　　　　　　冬休みの読書感想文　　　　　　小五　金山　未来
題　名：「電池が切れるまで」
出版社：角川つばさ文庫
作　者：宮本雅史
［　物　語　］
　長野県の富士見町という町で、「ゆきなちゃん」という、明るい女の子が生まれ
ました。
　三歳の時、妹が生まれ、五歳の時、双子（ふたご）の妹が生まれました。ゆきなちゃ
んはすっかりお姉ちゃんです。
　親は共働きだったので、ゆきなちゃん一人で妹の世話をします。そんなある日、
ゆきなちゃんが「足が痛い。」と言い出しました。お母さんは寝相が悪かったのか
な？っと思いました。
　ゆきなちゃんは、毎日、いつもどおり保育園に行きます。
運動会の時、ゆきなちゃんは元気に走っていました。だから、お母さんは成長痛
だと思っていました。
   しかし、クリスマスが近づいたころ、毎日足が痛いと言い始めました。園長先
生に紹介してもらった大きい病院へ行きました。すると、神経細胞腫（がんの一
種）と診断され、すぐに入院しました。このときから病気との闘いが始まりました。
がまん強いゆきなちゃんが、激しい痛みにがまんしきれず泣き出してしまいまし
た。
   入院して三日目、六人の子どもが大部屋に移ることになりました。ゆきなちゃ
んは友達になれるか不安でした。ゆきなちゃんは、すぐみんなにうち解けました。
その後、毎日、薬を入れ、検査のためにいやな注射を一日に何度もします。もち
ろん、抗ガン剤の副作用もあります。しかし、このつらさをがまんし、ゆきなちゃ
んは、いつも明るくしていました。ゆきなちゃんは、あさみちゃんという子と一
番の仲良しになりました。しかし、ゆきなちゃんがちがう病院に入院している間、
あさみちゃんのようだいが急変したと、お母さんに電話が入りました。ゆきなちゃ
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んには言えませんでした。あさみちゃんがもうすぐいなくなるというのをうすう
す気付いていました。
    ゆきなちゃんにとって、一番つらかったのはクリーンルームというところでし
た。そこには医者と看護師しか入れません。面会に来た人は、ガラスの外からイ
ンターフォンでしか話すことができませんでした。しかし、ゆきなちゃんは、そ
れがたえられなかったので、お母さんは医者に許可をもらい、中に入りました。
すると、ゆきなちゃんはお母さんに抱きつきました。この時、ゆきなちゃんは、「私
は一人じゃない。いつもお母さんといっしょなんだ。」ということを、改めて感じ
ました。
    一ヶ月ほど経ったころ、ゆきなちゃんのようだいが急変しました。意識不明に
なってしまいました。医者が、「延命装置を付けますか？」と聞くと、父も母も「付
けません」と言いました。ゆきなちゃんを、らくにしてあげたかったのです。
数日後、ゆきなちゃんが目を覚ましました。そして、家に連れて帰る途中、うと
うととしていたゆきなちゃんが「怖い」と言いました。お母さんは「お母さんが
いるから大丈夫」と言って、寝かせました。
    しかし、次の日、ゆきなちゃんは「怖い」という言葉を最後に亡くなってしま
いました。
［　感　想　］
    ゆきなちゃんが書いた「命」という詩です。
    命はとても大切だ。　人間が生きてるための電池みたいだ。でも、電池はいつ
か切れる。
　命はいつかなくなる。　電池はすぐに取り替えられるけど、命はそう簡単に取
り替えられない。　何年も何年も月日がたって　やっと　神様から与えられたも
のだ。
　命がないと人間は生きられない。　でも、「命なんかいらない」と言って、命を
むだにする人もいる。　まだたくさんの命を使えるのに。
　そんな人を見ると悲しくなる。　命は休むことなく働いているのに。
　だから、私は　命が疲れたというまで　せいいっぱい 生きよう。
   私は、この本を読んで、命の大切さが分かりました。あと、こんなに苦しんで
いる子がいっぱいいるということも分かりました。私はゆきなちゃんが運動会の
日に限って元気で走れたのは、家族の力があったからだと思います。苦しいとき
も楽しいときも、そばにいてくれるのは、家族、友だちだと私は思いました。た
とえ何があっても、家族や本当の友だちは、決してうらぎらないと思います。本
当に友だちに伝わらないことがあれば、伝わるまで話せばいいんだと書いてあり
ました。私はその言葉にとても感動しました。なぜなら、友だちに正直に話さな
ければ、何かしらトラブルが発生するはずです。一から十まで説明すると、友だ
ちもわかってくれると思います。だから、これから友だちにあまりかくしごとを
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しないようにしようと思いました。
    私は、生きるより死ぬ方がらくということがわかりました。生きるのは、次に
何が起こるかわかりません。特に大きな病気になると、死にたいと思う人は少な
くないと思います。私は父母がいるからこそ私がいるし、親がつらい思いをして
まで私を産んでくれたことに、とても感謝しています。あと、ここまで健康でい
られたことをとても感謝しています。
    自殺をする人は、病気の人にとても失礼だということを知りました。こんな苦
しんでも、死ぬとわかっていても生きている人がいっぱいいるのに。
これからも、命を大切にしていこうと思いました。　　

　　　　　　読　書　感　想　文　　　　　小六　田中　美有　
   私が紹介するのは「ヒロシマのうた」という物語です。この物語は、小学校六
年生の日本語の教科書に書いてあって、少し長いのですが、とても感動的なもの
でした。
　戦争中、水兵だった主人公は、その時、呉の山の中で陸戦隊の訓練を受けてい
ました。陸戦隊というのは、海軍陸戦隊の略で、海軍が陸上での戦闘のために編
成された部隊のことです。
　そして、アメリカの飛行機が原爆を落とした日の夜、主人公は広島の町へ行っ
たのです。
　やがて空が薄明るくなって夜が明けると、まるで地獄の真ん中に立っているよ
うでした。周りには生きている人なんてめったにおらず、人としても動けなかっ
たり、ひどいやけどをしたりというものでした。
　主人公達は、練兵場の真ん中に救護所にするためのテントを張り、生きている
人だけをテントに運ぶのでした。テントはすぐにいっぱいになりました。
　その夜、主人公はふと、赤んぼうの声を聞き、外を探してみました。しかし、
見つからず、仕事の時間になりました。それから４時間、くずれた建物や土にうまっ
た広島駅の復旧作業をし終わってテントに戻った時、立ちすくんでしまいました。
赤んぼうの声が聞こえたのは、ここからだったのです。
　独りの赤ちゃんが女の人に抱かれていました。しかしよく見ると、お母さんは
目が見えないらしく、ほっていられなくなった主人公は考えましたが、どうして
いいのか分からないまま、テントに帰りました。しかし、もう一度行ってみると、
お母さんは死んでいました。主人公が赤ちゃんを抱き、お母さんの胸に付いてい
た名札を取って、駅の方へ走っていくと、近くでリヤカーを引いた二人の人に会
えました。そして、この二人に赤んぼうを預かってもらったのです。
　戦争が終わって七年目のある日、ラジオから流れる「尋ね人」の放送を聞き、はっ
としました、自分ではないかと思い、手紙を出してみると返事が返ってきました、
そこにはたくさんのことが書いてありました。そして、小学一年生の夏と中学を
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卒業した時に会う約束をし、本当のことを言ったのです。
　本当のことを知って、この子が泣いたらどうしよう。でも、そんな心配は無用
でした。そして、その子は言いました。「私、お母さんに似てますか？」
　私はこの物語を読んで、とても感動しました。本当のことを言うのは、言う方
も聞く方も、すごい勇気のいることです。それも、生みの親は死に、一緒にいた
母は育ての親なんて余計に。なのに、二人とも（表面上だけでも）落ち着いた振
る舞いをしているなんて、わたしだったらそんなことできないと思います。
　戦争はもう七十年も前にしていたことなので、私たちは経験したことのないも
のです。
　だから、どのような辛さ、苦しさかは分かりませんが、話を聞いたり、写真を
見たりするだけで、恐ろしさがゾクゾクと伝わってくるということは、本当の本
当の恐ろしさなんて分かるはずがありません。そう考える度に、私はこの時代に
生まれて良かったと思います。
　この物語は、読み方などで、いい話とか、かわいそうな話、勇気がある話など、
いろいろな感情になれるし、平和になったらいいな～と思える話なので、みんな
にも教えてあげたいと感じました。
　そして、いつもさりげなく過ごしている日常でも、一日一日、楽しく、大切に
過ごそうと深く感じ、思いやりの気持ちを忘れないようにしようと思いました。

　　　「こころのふしぎなぜ？どうして？」を読んで　　　中一　山中　將司
 この本を読んで知っていた事や気づかされた事がたくさんありました。おばけは
どうしてこわいかも書いてありました。どうしておばけはこわいのでしょうか？
　人間はよく分からないもの、悪い事をしそうなもの、いやな事がおこりそうな
場所などをこわがります。おばけはこの条件に当てはまります。おばけがこわい
理由はもう一つあるそうです。多くのひとがおばけをこわいと思っていても心の
どこかで、こわいい気持ちをあじわいたいと思っています。この気持ちのせいで
おばけがいるかもと思い、よりこわくなってしまうようです。なるほどと思いま
した。
　人は誰でも怒ったことがあります。この本には怒りのことも書いてありました。
ほとんどの人がいきなり怒ったのではなく、いやな気持が少しずつ大きくなって
いき、がまんができなくなって怒り始めたのではないでしょうか。この本で上手
に説明しています。誰にも心のうつわがあり、怒りとは真上からぽたぽたと降っ
てくる水です。この水が心のうつわにたまっていき、こぼれてしまうと怒りとなり、
表にでてしまうのです。なので、心のうつわが大きい人はぜんぜん怒らないのです。
分かりやすいたとえだと思います。
　寿命についても書いてありました。カンガルーは十年・ゾウは四十年・ネズミ
は二年・ミツバチは五週間ぐらいです。意外でした。思っていたより短かったです。
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ワニは七十五年ぐらいです。けっこう長生きです。カゲロウという虫は六時間し
か生きません。アイスランドガイは四百年も生きるそうです。命あるものいつか
死にますが、寿命はさまざまです。
＊アイスランドガイ以外は平均寿命です。
　人間は世界で毎日三十五万人以上生まれ十五人以上死んでいます。「こころのふ
しぎなぜ？どうして？」にはほかにもいろいろなことが書いてあり、続きの本も
あります。ぜひ読んでみてください。

�������������������������������������小四����許君緯

������十二月十三日週末，這一天是學校一年一度的學藝會，我想這一天一定有很多

同學和我一樣是充滿期待的，�迫不急待要展現自己的另類才能。因為透過學藝會的

演出，可以讓人看到與眾不同的一面，好比說本班的石森太陽，平時他總是讓人感

到沉默寡言，卻沒想到，他在扮演助選團的腳色上，卻是如此栩栩如生，叫人拍案

叫絕。

������除此之外，透過學藝會前的練習，也讓同學們增加彼此間的認識。例如，剛轉

到班上的權書賢，原本感到陌生不安的她，因為這次的學藝會，不僅讓同學有機會

接近她，也幫助她能夠更快速地融入班上的生活。並且，經由學藝會的演出，也拉

近了同學間的距離。因為是班級的演出，每個同學都有一個腳本，每個人都必須做

好自己扮演的腳色，如此一來演出才能成功，無形中為了使演出順利達成，也增進

了班級的向心力。

������這次我們班級表演話劇「市長選舉狂想曲」，我扮演了市長助選團的一名助選大

將，照料候選人的生活起居，擦擦汗、搥搥背，真有意思，在現實競選活動中，真

有這種角色嗎？經過這次演出我體驗到，要站在舞台上對著台下觀眾表演，真的不

是一件容易的事情；而要獲得觀眾掌聲透過的是不斷的練習。因此我也了解到，一

場成功的演出背後，每一個成員的付出必定也是相當辛苦的。

������在學校這場的表演盛會中，小六的「新魯冰花」，中二的「搞笑版三隻小豬」，

以及中三的「學藝會」，是我覺得最有趣的節目。新魯冰花因為奇特的葬禮，原本是

一齣令人感傷的悲劇，卻因為奇特的葬禮和從棺木中跑出一人無厘頭的表演，卻變

成有趣笑鬧的喜劇；�而中二的三隻小豬，誇張的劇情，不禁令人哈哈大笑；而中三

的「學藝會」，透過模擬準備討論學藝會過程，利用不同意見所產生的爭吵帶給觀眾

會心一笑。

������不到三小時的學藝會，不僅帶給同學家長，及老師們嘻笑歡樂，更帶來可貴的

人生經驗，期待明年的學藝會早日到來！�����������������������������������

學 藝 會 感 言
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�����������������������������������小六����岸部智美

������一年一度的學藝會又將來臨，今年是我們小學最後一次的學藝會，因此大家精

神百倍，下決心一定要把這次學藝會表演成功。

������小六決定要演魯冰花。一開始，我想要演茶妹的角色，想演茶妹的人很多，我

在猜拳時輸了，因此當了茶妹的配音角色。我很沮喪，但是在慢慢的練習過程中，

我開始覺得茶妹的配音角色非常有意義。�我們為了學藝會表演成功，一次又一次排

練，用盡有限的時間做道具，雖然很辛苦，但是心裡感到很愉快。

������期待已久的學藝會到來了，快到我們出場的時候，突然發現有個道具不見了，

因此大家急急忙忙趕著補道具。接下來就是我們了，我的心臟愈跳愈快，當司儀說

現在我們來看看小六同學的精彩演出時，我更加緊張了。幕一點一點被拉開，我看

見有許多觀眾看著我們，「魯冰花是一種……」�司儀的任雨桐、王秋丁念完以後，就

該是我配音的時候了，��「啊呀 ! 好累呀 ! 我努力說著台詞，在幕後配音的人要看台上

表演者的狀況配音，��所以比一班的話劇要難一點兒，但是每一位同學大顯身手，�一

個一個畫面演下去。到了跳舞的表演，劇本裡的古阿明由於生病，最後重病死了，�

表演阿明的古川俊偉突然從棺材裡出來跳舞時，引來了全場關政的歡笑和掌聲。劇

本雖然是悲傷的，但是最後的舞蹈讓觀眾感受到了一個新型的結尾。

������我覺得今年的學藝會非常有意義，我也非常喜歡我所演的角色。大家努力練習

的身影，還時時浮現在我的腦海裡，我希望這齣「魯冰花」能在觀眾的心中留下深

刻的印象。

��������������������������������寒假的回憶 �������������������小二

（一）紀仲美優�����我的正月

������正月我去奶奶的家玩，我吃新年料理和年糕湯。我吃了很多，很好吃，我還收

到很多新年禮物。

������我和妹妹、媽媽、奶奶、阿姨，還有爺爺一起去神社。今天真是開開心心的一天！

( 二 ) 吉田晴秋����看電影

������今天是 12 月 29 日，姑丈帶我和朋友去看電影。我們看的電影是「妖怪手錶」。

內容是人和妖怪當朋友，我最喜歡的部分是一隻妖怪掉進大熱鍋大叫的時候，因為

它的臉很好笑，所以，我在心中哈哈大笑！

������看完電影以後，姑丈買了鑰匙圈送給我，也送了朋友卡片，我都很喜歡，很開心，

謝謝姑丈！

（三）青木紗奈����聖誕節聚會

������十二月二十三日我們家舉行聖誕節聚會。當天晚飯非常好吃，我的媽媽製作了

比薩，爸爸買了雞塊，我也做了蛋糕，我們家每一個人都做一份料理。

������我們吃完了晚餐，又吃了蛋糕，最後整理收拾，聖誕節會開開心心的結束了 !

( 四 )薗田一輝����過新年

������12 月 31 日，爸爸和媽媽帶我去爺爺、奶奶的家。好高興，表哥也在，我們玩電

子遊戲機。晚上全家一起吃飯、看電視，真開心！
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������新年一月一日，我爸爸和媽媽來跟爺爺、奶奶拜年，拜完年大家一起吃飯，爺爺、

奶奶、爸爸和媽媽給我紅包，我很高興！

������我這一年要好好學習用功，希望能得到好成績！

( 五 ) 佐野裕樹�����過新年

������元旦這天我和爸媽一起回到奶奶家過年。親戚大家也來到奶奶家一起吃年節料

理，我們小孩都拿到了紅包，也吃到了好吃的東西，又有錢可以拿，真的好高興。

������第二天的早上，我和哥哥們一起到公園玩接球遊戲，哥哥把球向天空中丟，結

果球打中了我的屁股，�我痛得大叫啊！哥哥們哈哈大笑，我也跟著哈哈笑，真是有

趣！

������過年真的好快樂，可以和哥哥、姊姊們一起玩、一起吃飯，希望下一個過年快

點來到！

( 六 ) 廖珮淇����迪士尼樂園

������1 月 1 日全家人和朋友去了迪士尼樂園。一大早，�我們就搭電車去那裡排隊買票，

買完後，又排了好久才可以進去。外面風又大又冷，所以媽媽還去買了可愛的米妮

毛毯給我，我好高興。

������首先，我們先去非洲探險小船，買了爆米花之後，就馬去玩賽車和怪獸電力公司，

然後才休息到處逛逛買紀念品。在外面散步時還遇到下大雪，大家都好興奮！

������中午我們去海盜船餐廳吃飯，下午去看米奇的表演，�然後去玩我最喜歡的咖啡

杯，玩了兩次，�還去玩打怪獸的遊戲，真是有趣，後來又去鬼屋玩。最後去咖哩屋

裡吃晚餐，又去看了遊行和很漂亮的煙火。

������真是非常快樂的一天！

����

�����������������������新年新希望����������������������������小四����黃夢瑤

������「光陰似箭，日月如梭。」很快樂的，我又長大一歲啦！在新的一年裡，充滿了

許許多多的新希望。

������2015 年是羊年，我也希望我像一隻性格溫柔可愛的小綿羊一樣，聽話乖巧。我

還要比去年更認真用心的讀書、學習和寫功課。當然以前我對日語一竅不通，��聽不

懂，更別提該怎麼講呢？如何溝通？所以今年我一定要學好日語，英語也需要多加

努力，單詞記不住，口語能力差，我勢必要努力！說中文是我最喜歡的語言，說國

語、寫國字都是我拿手的。不過我希望更上一層樓，數學方面希望自己可以更細心，

算準數字。我要抓住新的一年裡的機會，奮力攀登，改正缺點，不斷向前！

������從現在開始，從細節做起，每天都早睡早起，健康飲食，遵守交通，做好生活

的基本事情，再認真學習，一筆一畫，腳踏實地的去做，讓自己變成理想中的自己。

������我最後一個希望是祝大家新年快樂！

苛
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小一��我的好朋友
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　　　　　十二月二十六日（日）　　　　　小一　浅尾　和華
　わたしは、きょうおとうとといっしょにおうちでかくれんぼであそびました。
　わたしがかくれておとうとがさがしました。わたしは、カーテンのうしろにか
くれました。そしておとうとが１０びょうかぞえたらすぐにみつかりました。み
てないのにすぐにみつかりました。おとうとはすごいとおもいます。

　　　　　雲辺寺スキー場　　　　　　　小一　長尾　奏花
　私は、昨日から香川に帰省しています。今日はスキーをしにいきました。今年は、
パパやママと同じスキーセットを買ったので、スキースクールに入っておしえて
もらいました。一日でボーゲンとリフトにものれるようになりました。ママが、
「一日でじょうずにすべれてすごいね！」
と、いってくれたので、私は、またいくのが楽しみになりました。つぎは、もっとじょ
うずにすべれたらいいなと思いました。

　　　　　１２月３０日　火　２０１４　　　小一　秋田　小煕
　きょうはしょうじのはりかえをしました。まえのしょうじは、さくらのえでし
たが、ボロボロではりかえました。いまのしょうじは、はっぱのえです。
　まず古いしょうじをはがして、さんをぞうきんと古いはブラシでみがいて、しょ
うじようののりをさんのところにぬります。それからあたらしいしょうじをはっ
て、かわかしてかんせいです。
　きょうはとてもつかれました。

　　　　　ボーリング　　　　　　　　　小一　平松　久奈
　今日（大みそか）、私は家族と一緒に近所のラウンドワンへボーリングをしに行
きました。
　全レーンが参加する一せいチャレンジで、スペア以上を取ると、何かをもらえ
るというのがありました。そこで私はスペアをとったのでレイを首から下げても
らってミッキーのフレームと写真をとりました。良かったなと思います。

　　　　　　一月四日（日）　　　　　　　小一　劉　衡然
　きのう、大阪えきの店で中国の火なべを食べました。
　そのなべは白いほうと赤いほうに分かれています。ママはからくないと言った
けど、ぼくにはやっぱりちょっとからいです。だけど小ろんぽうがおいしいです。
　火なべよりパパのりょうりがおいしいです。

　　　　　　にっき　　　　　　　　　　小一　長谷川　智義
　１月６日に、パーティーがありました。おともだちのくるまに、のせてもらっ
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て千里中央にいってパーティーをしました。ゲームはジェスチャーゲームやフルー
ツバスケットがありました。一ばんたのしかったのは、ウルトラクイズとプレゼ
ントこうかんでした。ウルトラクイズはぜんもんせいかいでした。だからしょう
じょうをもらいました。プレゼントこうかんもたのしかったです。ぼくがだした
のは、バドミントンです。ぼくがもらったのは、パズルです。たのしかったです。

　　　　　かもめと友だちになった　　　　小二　勘田　慧兒
　１２月３０日、今日はとてもラッキーな日でした。
　はじめはいとこをつれて大阪城に行こうと思いました。でも私が「大阪城、つ
まんない。」と言ったので、行きませんでした。
　歩いていくと大きな川があり、大きな橋がかかっていました。
　はしをわたっていくと、空にたくさんのかもめがとんでいました。お父さんが
言いました。
    「そうだ、このおかしをなげたら、かもめが食べに来るぞ！」
    そう言われたのでおかしをなげてみました。すると、たくさんのかもめがあつ
まってきて、おかしを食べました。
　私たちは楽しくなってきて、もう一つなげてみました。すると一ぴきだけ私に
よってきました。そして私に「ピーピー」となきました。
　私はこの子に、「ピーちゃん」と名前をつけました。帰るとき、私はまたあの子
に会いたいと思いました。

　　　　　冬休みの思い出　　　　　　　小二　浅香　天音
　１２月２７日土曜日に、お兄ちゃんがたいわんに行ったので、車でお母さんと
お姉ちゃんと私で、くうこうまでむかえに行きました。
　くうこうにつくと、お姉ちゃんだけ車にのこって、お母さんと私だけで、くう
こうの中に行きました。
　中に入ってまっていると、お兄ちゃんの友だちのお母さんが来ました。まって
いても来ないので、車の中にもどりました。３０分ぐらいまって、お母さんだけ、
もう一ど、かんくうに行って、２０分ぐらいすると、お兄ちゃんとお母さんが来
ました。
　お兄ちゃんは、たくましい男でした。

　　　　　うれしかったこと　　　　　　小四　新井野　杏里
　ママにコートを買ってもらいました。ママは、赤いのがいいと言ったけど、ほ
かにほしいのがあったので、ママに文句ばかり言いました。
　それで買わずに、家に帰りました。
　ママは、今、合うのはすぐ着れなくなるから、少し大きいのがいいと思ったそ
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うです。よく聞いていたら、なるほどと思うのにと、反省しました。ちょっと悲
しかったです。
　しばらくして、「杏里、これ買ってきたよ。」と見せてくれたのが、赤いコート
でした。ちょっと大きいけど、あったかいです。私はとってもうれしかったです。
わざわざ買ってきてくれたママ、ありがとう。
　今日、これを着てお買い物に行く予定です。

　　　　　　新年の幕開き　　　　　　　中二　馬　美紅
　十二月三十一日大晦日。街は喧騒に包まれていた。そんな中、私は一人部屋に
閉じこもっていた。年が変わる前に、私は今年一年のことを改めて思い返した。
　この一年間、私はほぼ毎日手芸に没頭していた。一週間に二回は必ず手芸をし
ていたと思う。あまりに没頭しすぎて、勉強や学校、塾の宿題がおろそかになっ
ていた時期がある。ただ、唯一のとりえである手芸をとってしまうと、私は確実
にぬけがらになってしまうと思う。できれば、来年は少しだけ手芸を楽しんでか
ら勉強に専念したい。
　しかし、あまりそればかりしていてもいけない。なぜなら、私は来年から中三̶̶
つまり受験生という肩書が自動的についてくるからだ。なによりも、私たちの学
年から公立の入試の制度が変わってしまう。私は現時点では前期と小論文がなく
なることしかわかっていない。おそらく、来年から正式に決まり、私もすこしず
つ受験勉強を進めていくだろう。しかし、今のところは、自分の志望校がはっき
りと決まっていない。だから、
「志望校どうするの？」
と聞かれても、
「ほっといて！」
としか言えない。早めに決めておきたいところだ。
　来年、特に考えるのは勉強のことだと思う。新しい一年だからほかの事もいろ
いろ考えたいけど、今はこれっきりしか考えられない。そうこうしているうちに
二〇一四年も幕切れだ。二〇一五年はどんな楽しい事が私を待っているのか。テ
レビの中継で除夜の鐘が鳴り響いた。二〇一五年の、始まりだ。

 　 　　　　 後輩に伝えたいこと　　　　　中三　草場　沙織
　私が後輩に伝えたい事は、三つある。
　一つ目は、勉強を頑張って、良い成績を取ってほしいことだ。そして、今後中
三になる後輩には、気を抜かないで受験勉強を頑張ってほしい。どうして気を抜
いてはいけないのかというと、たぶん合格できるだろうと軽い気持ちで受験して
不合格だった時に、きっと後悔するだろうと私は思うから。
　二つ目は、いつまでも仲良くいてほしいことだ。中華の良い所の一つは、皆の
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仲が良いことだ。私が中華学校に来たのは、約四年前だった。来て最初におどろ
いたのが、先輩と後輩がとても仲がいいことだ。中華の子にとっては、あたりま
えのことかもしれないが、私が前通っていた小学校では、先輩と後輩の仲があま
り良くなかった印象があった。そんな環境で生活していた私が、中華学校に来て、
教室の場所がわからなかった時に、今高校二年生の先輩がわざわざ教室まで案内
してくれたことを今でも覚えている。ほかにも、たくさんの先輩が「転校生？」
などと話しかけてくれたし、中華学校ってみんなやさしくて、仲が良いんだなあ
と思った。だからこそ、ずっと仲良くしていてほしいと思う。
　最後は、いつか皆にも卒業する時が来るし、その時は、中華学校に感謝して卒
業してほしいということ。中華学校でとてもたくさんの人にお世話になったし、
先生にも優しくされたから、きちんとした大人になって、良い人間になることが、
中華学校への恩返しだと思う。もちろん、皆思う事は違うだろうけど、皆に会え
た事、中華学校に入った事は、私にとって一生の思い出になった。


